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受付時間

自　由　項　目

工　賃

利用にあたっ
ての費用

外出に係る交通費、施設利用料等、ヘルパー分も実費で負担して頂きます。

送　迎 無

体験利用 無

連　絡　先 地　　図

住所：〒６３６-０３１２
奈良県磯城郡田原本町新町６７-３２
TEL　：０７４４-３４-６７０１
ＦＡＸ：０７４４-３４-６７０２
メール：
kasugai16.aug@hera.eonet.ne.jp

アクセス

駐車場

近鉄田原本駅より徒歩１０分
田原本小学校の裏手にあります。

事　業　の　特　色

　ご利用者様の気持ちに寄り添った支援を心掛けています。毎回の支援の中で、「好
きな事(物)」「楽しい事(物)」を探し出し、それを元に障害によって抱える個々の課題
へつなげる事を目標としています。「好きこそものの上手なれ」をモットーにご利用
者様の生活の幅が広がる事を願っています。

活　動　内　容 活動の様子

活動時間 9：00～18：00 定休日 日曜・祝日、8/13～8/16、12/29～1/4

◆居宅介護
　入浴・排泄などの身体介護や炊事、洗濯など居宅での生活全般にわたる介護
を提供します
◆重度訪問介護
　重度の肢体不自由の方に対する委託での入浴・排泄、食事の介護の他、外出
の際の移動中の介護など総合的な介護を提供します
◆同行援護
　視覚障害の方の外出に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動
の援護、その他の便宜を供与します
◆行動援護
　知的障害によって行動上著しい困難のある方に対して、行動する際に生じる
危険を回避する為に必要な援助や外出の際の移動中の介護を提供します
◆移動支援
　社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際
に外出時における移動の介護等、外出時の付き添いをします。

設置主体 特定非営利活動法人　かすがい
外
　
観

事業所名 これくと　かすがい

実施事業 ヘルパー事業 定　員
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◆居宅介護
　排泄などの身体介護や炊事・洗濯など居宅での生活全般にわた
る介護を提供します。

工　賃

事　業　の　特　色

介護保険法にもとづく指定訪問介護事業を併設しています。

活　動　内　容 活動の様子

◆重度訪問介護
　重度の肢体不自由であって、常時介護を有する方に対し、排
泄・食事などを提供します。

設置主体 社会福祉法人　川西町社会福祉協議会
外
　
観

事業所名 社会福祉法人　川西町社会福祉協議会

実施事業 ヘルパー事業 定　員

無

無

活動時間 7：00～21：45 定休日 年末年始

受付時間 8：30～17：15

送　迎

アクセス 近鉄結崎駅より徒歩１８分

駐車場 有り　

自　由　項　目

連　絡　先

住所：〒６３６-０２０６
奈良県磯城郡川西町吐田９４
TEL   ：０７４５-４３-３９３９
ＦＡＸ：０７４５-４３-３９３８
メール：kawanishi-shakyo@kcn.jp

体験利用

利用にあたっ
ての費用

原則、サービス費用の1割。外出に係る交通費、施設利用料等、ヘルパー分も実費で負担して頂きます。

地　　図



◆家事援助：調理、掃除、買い物等の日常生活に必要な家事代行

◆身体介護：排泄、入浴、食事等の日常生活動作の介助

◆通院等介助(身体介護を伴う場合)：通院等外出時の付添介助

◆通院等介助(身体介護を伴わない場合)
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活　動　内　容 活動の様子

法人名 医療法人　清和会
外
　
観

事業所名 田原本在宅支援センター　サンライフ田原本

実施事業 ヘルパー事業 定　員 なし

事　業　の　特　色

日常生活動作において介助が必要、または自ら家事を行うことが困難な場合にホーム
ヘルパーがご自宅へ訪問して必要な援助を行います。自立支援の観点から、必要以上
のサービスは行わないようご利用者様とよく相談したうえでサービス提供を行うよう
心がけています。

活動時間 8：00～18：00
必要に応じて夜間のサービス提供もあり。応相談。

定休日 日、年末年始

受付時間 8：30～17：15 工　賃

送　迎 無

利用にあたっ
ての費用

サービス内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。

体験利用 無

連　絡　先 地　　図

◆ホームページアドレス　http://www.seiwakai-group.or.jp/

住所：〒632-0237
奈良県磯城郡田原本町小阪305-1
TEL：074４-34-3344
FAX：074４-34-3345
メール：sunlife.tawaramoto@seiwakai-
group.or.jp

アクセス 近鉄橿原線田原本駅より徒歩20分

駐車場 有　…（　２０　台　）

自　由　項　目
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設置主体 株式会社Ｔ＆Ｋ Office
外
　
観

事業所名 居宅介護支援事業所　つき

実施事業 ヘルパー事業 定　員

事　業　の　特　色

少しでも利用者様の自立に役立てるよう，また，ご家族の心配や不安をひとつでも軽
減できるように，心のこもった支援を心がけています。

活　動　内　容 活動の様子

◆行動援護・移動支援・同行援護
　　主に，余暇活動や社会参加のお手伝いをさせて頂いています。
　　休日に地域のイベントに参加したり，季節感を大切に沢山の
　　経験を積んでいただけるよう企画しています。

◆居宅介護
　　入浴介護などを中心に提供させて頂きます。

◆日中一時支援
　　広い庭やお部屋で，ゆっくりリラックスして過ごして頂きま
す。

活動時間 9：00～18：00 定休日 お盆・年末年始

受付時間 9：00～18：00 工　賃 －

送　迎 　有り（負担金なし）

体験利用 　有り（お気軽にお問合せ下さい）

利用にあたっ
ての費用

原則、サービス費用の1割。外出に係る交通費、施設利用料等、ヘルパー分も実費で負担して頂きます。

自　由　項　目

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0301
　　　奈良県磯城郡田原本町黒田279-8
ＴＥＬ：0744-47-3018
ＦＡＸ：0744-47-3019
メール：tsuki@tkoffice.net

アクセス
近鉄田原本線　黒田駅より徒歩
1分

駐車場 有り
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受付時間

自　由　項　目

工　賃

利用にあたっ
ての費用

原則、サービス費用の1割。外出に係る交通費、施設利用料等、ヘルパー分も実費で負担して頂きます。

送　迎 無

体験利用 無

◆ホームページ　http://www.nichiigakkan.cojp/

連　絡　先 地　　図

住所：〒６３６-０２２６
奈良県磯城郡田原本町唐古528－2エコサイトC
号
TEL　：０７４４-３４-１６２０
ＦＡＸ：０７４４-３２-７０６７
メール：hst141@nichiigakkan.co.jp

アクセス

駐車場

近鉄岩見駅から徒歩２０分

事　業　の　特　色

　利用者様の毎日の『くらし』の部分を支え『縁の下の力持ち』になり、住み慣れた
地域で自分らしく暮らして頂けるようサポートします。

活　動　内　容 活動の様子

活動時間 9：00～18：00 定休日

◆居宅介護
・家事援助：調理・掃除・洗濯・買い物等の日常生活に必要な家事代行
・身体介護：排泄・入浴・食事等の日常生活動作の介助
◆通院等介助
・通院時の付添介助（身体介護を伴う場合、身体介護を伴わない場合）
◆重度訪問介護
・重度の肢体不自由な方に対する入浴・食事・排泄・外出等の介護
◆同行援護
・視覚障害者の方の外出に同行し、必要な情報の提供や移動の援護その
　他の便宜を供与します。
◆移動支援
・社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出
　をする際に外出時における移動の介護等、外出時の付き添い。

設置主体 株式会社　ニチイ学館
外
　
観

事業所名 ニチイケアセンター

実施事業 ヘルパー事業 定　員
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◆行動援護
　外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他行動する
際に必要な援助
◆居宅介護
　居宅において、入浴、排せつ食事等の介護、通院、役所の手続き等の介護
◆移動支援
　社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出の際
の移動の支援
◆支援の取り組み
　趣味や余暇で外出したい、清潔を維持したい、紙パンツをパンツにしたい、
意思疎通を図りたい、薬を飲ませたい、発作を軽減したいなどと思っておられ
る方に、一つ一つ問題を解決できるようサービスを提供させてもらっていま
す。

活　動　内　容 活動の様子

事　業　の　特　色

外
　
観

有限会社　シャロム

訪問介護事業所　シャロム

定　員

設置主体

事業所名

実施事業 ヘルパー事業

　ささやかな応援と志を持ち、秘めた力と隠れた才能を引出し、みんなの希望と夢を
引き出す。そんな癒しの空間をめざし、家族の方や学校の先生とも連携し、利用者の
方々の将来を考えながら、より良いサービスを提供できるよう心がけています。

8：00～20：00 工　賃

特になし活動時間 8：00～20：00 定休日

受付時間

山あり谷あり思えばここまでよく来たものだ　無我夢中
これからも体力の続く限り　千客万来を目指し　日々精進
家族の方々と一緒に相談し合いながら、お互いに成長する会社です。

食事、交通費、施設利用料等は自己負担です。

体験利用

送　迎

利用にあたっ
ての費用

笠縫駅から徒歩８分

自　由　項　目

アクセス

駐車場 無

住所：〒6３６-０２４６
奈良県磯城郡田原本町千代346-13
TEL/FAX：0744-32-８６６０
メール：
tawaramoto_syaromu04_10_15@silver.
palala.or.jp

無

有　…　１ｋｍ　１００円　相談に応じます

連　絡　先 地　　図
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活　動　内　容 活動の様子

設置主体 三宅町社会福祉協議会
外
　
観

事業所名 三宅町社会福祉協議会身体障がい者居宅介護支援事業所

実施事業 ヘルパー事業 定　員

事　業　の　特　色

　居宅に老いて自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者の身
体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入用、排泄及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除問うのか字並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般
にわたる援助を適切かつ効果的に行う。

活動時間

◆居宅介護・重度訪問介護
・介護サービスの提供
・介護計画の作成
・利用者負担額等の受領事務
・支援費請求業務
・利用者からの相談、苦情処理に関する業務

12月30日～1月3日6：00～21：00 定休日

送　迎 無

受付時間 8：30～17：15 工　賃

体験利用 無

有　…　５台

自　由　項　目

利用にあたっ
ての費用

原則としてサービス費用の1割負担。ただし、個人の収入等に酔って負担する上限(月額)が決められています。

◆ホームページ　…　http://www016.upp.so-net.ne.jp/miyake sayakyou/

連　絡　先 地　　図

住所：〒６３６-０２１３
奈良県磯城郡三宅町伴堂８４８-１
TEL：０７４５-４３-２０７８
FAX：０７４５-４３-２０１８
メール：san-sya@pi8.so-net.ne.jp

アクセス
石見駅から徒歩１５分
但馬駅から徒歩１０分

駐車場
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活　動　内　容 活動の様子

設置主体 有限会社あかね介護サービス
外
　
観

事業所名 有限会社あかね介護サービス

実施事業 ヘルパー事業 定　員

事　業　の　特　色

　住み慣れた我が家で障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活が出来るよう、利用
者の状況・環境に応じて、身体介護・生活援助、その他の援助を適切に提供させていた
だくよう努めています。

活動時間

◆居宅介護･重度訪問介護
　居宅において食事・掃除・洗濯等の家事や入浴・排泄等、その
他生活全般にわたる援助を行っています。

◆同行援護
　視覚障害により移動が困難な方には同行し、移動の援護・排泄
や食事等の介護等、外出の際に適切な援助を行っています。

不定休8：00～18：00 定休日

送　迎 有

受付時間 工　賃

体験利用

有　…　２台

自　由　項　目

利用にあたっ
ての費用

詳細については各自ご相談に応じます。同行支援に関しては外出にかかる交通費。

連　絡　先 地　　図

住所：〒６３６-０３４１
奈良県磯城郡田原本町薬王寺１５-８
TEL：０７４４-３２-７１７４
FAX：０７４４-３２-７１７５
メール：
akanekaigo2006@piano.ocn.ne.jp

アクセス 田原本駅から徒歩９分

駐車場



36

団　体　の　紹　介

　定例会を開催し、家族同士がお互いの悩み、疑問などを話合い、統合失調症などの
病気についての知識を学び、市町村からの支援やサービスの情報交換を行っていま
す。また、医療や福祉その他、行政の施策の充実を県や市へ要望をしています。

活　動　内　容

設置主体 橿原・桜井・磯城・高市・精神障害者家族会(通称：のぞみ会)

外
　
観

団体名 橿原・桜井・磯城・高市・精神障害者家族会(通称：のぞみ会)

実施事業 定　員

活動の様子

◆定例会
・毎月第２日曜日。１３時半～１６時。
・場所は、奈良県心身障害者福祉センター(田原本町宮森３４－
４)

受付時間 9：00～17：00 工　賃

活動時間 定休日 土曜・日曜・祝日ほか

送　迎

体験利用

利用にあたっ
ての費用

会費：月額５００円　４月・９月に半年分徴収

連　絡　先 地　　図

見学は無料。会場・日時を変更する場合もあり、事前連絡の上でお越し下さい。

住所：〒636-0303
奈良県磯城郡田原本町保津５-５
(生活支援センターいろは内)
TEL：0744-32-7753
FAX：0744-32-7746

アクセス

駐車場

自　由　項　目
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連　絡　先 地　　図

◆ホームページ　…　http://www.eonet.ne.jp/^nara-kawanisi/

住所：〒636-0202
奈良県磯城郡川西町結崎６５１
TEL：0745-43-0257
FAX：0745-43-0119
メール：kwns@iris.eonet.ne.jp

アクセス

駐車場

自　由　項　目

送　迎

体験利用

利用にあたっ
ての費用

川西町内　1,000円　　町外　1,500円

受付時間 工　賃

活動時間
毎月、第３土曜日

午前１０時から１２時
定休日

団　体　の　紹　介

川西町LD研究会は、LD児やADHD児を持つ親の会として、毎月、障害を持つ子ども
たちとの関わり方などを、勉強会として活動してきました。田植え、稲刈り、しめ縄
作り、お餅つき大会、木工工作などの体験講座。講師の先生を招いて講演会も開催し
ています。

活　動　内　容

設置主体 川西町LD研究会
外
　
観

団体名 川西町LD研究会

実施事業 定　員

活動の様子
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団　体　の　紹　介

平成7年町内の障害者・家族が作業所を設立しようと会を立ち上げ、町花にちなんでコスモス
の会と名づけました。平成9年福祉作業所ができ、平成16年までその運営を担い、平成16年
4月社会福祉協議会に移管しました。現在、障害者4名の会員と賛助会員1名他民生委員さん、
地域のボランティアさんが多数会活動を支援して下さっています。

活　動　内　容

設置主体 知的障害者及び家族
外
　
観

団体名 川西町福祉団体コスモスの会

実施事業 定　員

活動の様子
“地域で暮らし稼げる”を目標に啓発活動や本人の生活力をつけるため
の活動を行っています。
・地域のイベントに出店（活動資金を得る、地域の方々との交流）
・アルミ缶分別・クッキー作り（本人の持てる力を伸ばす）
・バザー（啓発活動）
・手作り製品（地域ボランティアさんとの交流や出展物の制作）
・宿泊訓練（調理実習・カラオケ等）
・ふれあい旅行・クリスマス会

受付時間 10：00～16：00 工　賃

活動時間 随時 定休日

送　迎

体験利用

利用にあたっ
ての費用

年会費（3,000円～）

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0202
奈良県磯城郡川西町結崎1455-3
TEL：0745-43-1082（山岡）

アクセス

駐車場 有

自　由　項　目
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団　体　の　紹　介

総会員数288名を組織する地域父母の会の磯城父母の会として磯城郡３町の肢体不自
由児・者をもつ親の会です。磯城支部会員数、現在１５名

活　動　内　容

設置主体 奈良県肢体不自由児・者父母の会連合会
外
　
観

団体名 磯城郡肢体不自由児・者父母の会

実施事業 定　員

活動の様子

県連合会や全国肢体不自由児・者連合会が主催する事業の協力や
研修会等への参加、理事会、自立支援部会、本人部会、重度対策
部会に委員を出し、会合や事業に参加している。
地域としては＜どんぐりの会＞という名称で、NPO法人団栗会が
運営する生活介護事業所、地域活動支援センター「どんぐりの
家」をバックアップする為にチャリティー盆踊りやコンサート等
の開催、どんぐりの家のクッキー作り等の手伝いをしています。

受付時間 10：00～16：00 工　賃

活動時間 定休日 土、日、祝日、お盆、年末年始

送　迎

体験利用 無

利用にあたっ
ての費用

年会費（1,000円）

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0343
奈良県磯城郡田原本町秦庄508
TEL/FAX：0744-32-7398

アクセス 笠縫駅から徒歩10分程度

駐車場 有（　５　台　）

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

身体機能の回復と基礎体力の向上を図り、社会の一員として積極的な社会参加や家庭内自立が果たせる
ように支援します。ご自宅からの通所が困難な方は、施設入所支援もご利用いただけます。施設入所支
援をご利用の方には、看護師を中心に健康管理を行うと共に、管理栄養士による栄養マネージメントや
心理士による心理的アプローチを行い、安心して地域移行が果たせるよう支援します。

活　動　内　容

設置主体 奈良県
外
　
観

事業所名 奈良県障害者総合支援センター 自立訓練センター

実施事業 自立訓練 定　員 ５５名

活動の様子
◆主な訓練と内容
・身体機能：理学療法（PT）、作業療法（OT）～機能回復及び家庭復
帰に向けた動作　訓練
・基礎体力：マット訓練、歩行訓練～廃用性の体力低下の回復と応用動
作の獲得
・社会適応訓練：市街地移動及び地域移行後必要とされる移動実践訓練
・作業訓練（V-トレ）：調理等の家事動作訓練や個人の課題克服のた
めの訓練
・グループワーク：言語、社会生活、精神活動性向上
・趣味活動：パソコン、絵画、陶芸、トールペイント
・必要に応じて運転免許取得のための支援
※個人のニーズに沿った個別プログラムを提供します。

受付時間 9：00～17：00 工　賃 無

活動時間 9：00～16：00 定休日 土・日曜日と祝祭日

送　迎 有　…　近鉄八木駅から無料送迎バスを運行

体験利用 有　…
ご利用希望の方と施設が同意のもと利用の可能性を見極めるためのものです。

施設入所：1泊2日で訓練を体験　　通所：原則1日見学と訓練を体験

利用にあたっ
ての費用

通所：無料（１～２日程度）ですが、昼食はご自分で準備をお願いします。
施設入所：短期入所を利用or実費（給食、寝具、光熱水費）1泊2日3,712円程度

自　由　項　目

ホームページアドレス：www2.mahoroba.ne.jp/~narareha/

ご利用についてのご相談や施設見学は随時受け付けています。お気軽にご連絡下さい。

連　絡　先 地　　図

住所：〒636-0393
奈良県磯城郡田原本町大字多722
TEL：0744-32-200（代表）　内線530
FAX：0744-32-209
メール：narariha-jikun@nara-stj.or.jp

アクセス
・近鉄八木駅から無料送迎バス（約15分）
・近鉄笠縫駅より徒歩（20分）

駐車場 有…５台（身障用）
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・食事

設置主体 奈良県
外
　
観

事業所名 奈良県障害者総合支援センター 自立訓練センター

実施事業 短期入所 定　員
男性：1名
女性：2名

事　業　の　特　色

在宅生活をしておられる方で、ご本人や同居の介護者の都合により一時的に生活の場を確保したい方が
ご利用いただけます。また、心身のリフレッシュ目的でご利用の方には一部訓練に参加していただけま
す。
※現在、治療中の方や医療対応の必要な方及び常に指示・介護が必要な方は、ご利用いただけません。

活　動　内　容 活動の様子

・日常生活での必要な介助

・入浴（男性：火・金）　（女性：月・木）

・ご希望があれば、状況により歩行訓練やマット訓練に参加していただ

　きます。

活動時間
利用期間については障害福祉サー
ビスに記載されている期間以内 定休日 原則、年末年始は、お受けしていません

受付時間 平日　9：00～17：00 工　賃 無

送　迎 有　…　近鉄八木駅から無料送迎バスを運行

体験利用 無

利用にあたっ
ての費用

通所：無料ですが昼食はご自分で準備願います。
施設入所：短期入所を利用or実費（給食、寝具）3,712円程度

連　絡　先 地　　図

ホームページアドレス：www2.mahoroba.ne.jp/~narareha/

ご利用についてのご相談や施設見学は随時受け付けています。お気軽にご連絡下さい。

住所：〒636-0393
奈良県磯城郡田原本町大字多722
TEL：0744-32-200（代表）　内線530
FAX：0744-32-209
メール：narariha-jikun@nara-stj.or.jp

アクセス
・近鉄八木駅から無料送迎バス（約15分）
・近鉄笠縫駅より徒歩（20分）

駐車場 有…５台（身障用）

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

・就学前の子どもさんとその家族を対象に、保育活動、機能訓練、医療ケア、発達・相談支援等を提供
しています。
・保育士、支援員、看護師、訓練士、心理相談員、医師の連携で支援します。

活　動　内　容

設置主体 奈良県
外
　
観

事業所名 わかくさ愛育園

実施事業
医療型　児童発達

支援センター
定　員 ６０名

活動の様子
母子通園

受付時間 平日10：00～17：00 工　賃 無

活動時間 10：00～15：00 定休日 土日祝日及び年末年始

送　迎 有…無料送迎バス運行：近鉄八木駅～支援センター

体験利用 無

利用にあたっ
ての費用

（施設利用料＋給食費）以外に、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

ホームページアドレス　http://www.2.mahoroba.ne.jp/^narareha/

住所：〒636-0393
奈良県磯城郡田原本町大字多722
TEL：0744-32-0203／0204
FAX：0744-32-0204
メール：narareha-wakakusa@nara-
sfj.or.jp

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩20分

駐車場 有…空スペースをご利用下さい

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

・就学前の子どもさんとその家族を対象に、保育活動、機能訓練、医療ケア、発達・相談支援等を提供
しています。
・保育士、支援員、看護師、訓練士、心理相談員、医師の連携で支援します。

活　動　内　容

設置主体 奈良県
外
　
観

事業所名 わかくさ愛育園

実施事業
児童発達支援センター

（旧重心事業）
定　員 15名

活動の様子
旧重心事業
・福祉型児童発達支援センター（子ども）
・生活介護（大人）

受付時間 平日10:00～17:00 工　賃 無

活動時間 10:00～16:00 定休日 土日祝日及び年末年始

送　迎 有…無料送迎バス運行：近鉄八木駅～支援センター

体験利用 有

利用にあたっ
ての費用 （施設利用料＋給食費）以外に、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

ホームページアドレス　http://www.2.mahoroba.ne.jp/^narareha/

住所：〒636-0393
奈良県磯城郡田原本町大字多722
TEL：0744-32-0203／0204
FAX：0744-32-0204
メール：narareha-wakakusa@nara-
sfj.or.jp

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩20分

駐車場 有…空スペースをご利用下さい

自　由　項　目
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事　業　の　特　色

・就学前の子どもさんとその家族を対象に、保育活動、機能訓練、医療ケア、発達・相談支援等を提供
しています。
・保育士、支援員、看護師、訓練士、心理相談員、医師の連携で支援します。

活　動　内　容

設置主体 奈良県
外
　
観

事業所名 わかくさ愛育園

実施事業
福祉型　児童発達

支援センター
定　員 40名

活動の様子
母子通園

受付時間 平日10:00～17:00 工　賃 無

活動時間 10:00～15:00 定休日 土日祝日及び年末年始

送　迎 有…無料送迎バス運行：近鉄八木駅～支援センター

体験利用 無

利用にあたっ
ての費用

（施設利用料＋給食費）以外に、活動内容により材料費が必要になります。

連　絡　先 地　　図

ホームページアドレス　http://www.2.mahoroba.ne.jp/^narareha/

住所：〒636-0393
奈良県磯城郡田原本町大字多722
TEL：0744-32-0203／0204
FAX：0744-32-0204
メール：narareha-wakakusa@nara-
sfj.or.jp

アクセス 近鉄笠縫駅から徒歩20分

駐車場 有…空スペースをご利用下さい

自　由　項　目


